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　ボランティア同士の情報交換会と、今月は『減災活動を知る !』をテーマにボランティアに役立つ
ミニ学習会を開催します。
■と　き 1 月 27日（木） 午前 9時 30分から午前 11時 45分まで（学習会は午前 10時から）
■ところ 豊田市福祉センター（錦町）小ホール  
◎問合せ 豊田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
 電話 31-1294（日・月曜日・祝日・12月 28日～ 1月 4日休み） 
※ミニ学習会のテーマ、ボランティアに興味のある方ならどなたでもご参加下さい !

豊田市ボランティア連絡会議・ミニ学習会を開催します！

上郷交流館ボランティア講座 

社会福祉法人　読売光と愛の事業団　第8回読売福祉文化賞

第２回　Make a Change Day
参加ボランティアグループ募集！！

「つぶやきを形に」有言実行本舗　第3回スタディサロン
座談会“今どきのお葬式を学ぼう”パートⅡ

新年明けましておめでとうございます !
2011 年もボランティアの皆様と共に、笑顔あふれる地域づくりを目指してい

きますので、社会福祉協議会ボランティアセンターをよろしくお願いします。

■と　き 平成 23年 1月 30日 ( 日 ) 午後 1時～ 4時 ( 受付は午後 0時 30分から )
■ところ カバハウス 4階『トヨタ自動車労働組合会館』( 豊田市丸山町 10-5-1)  
■定　員 先着 100 名   　■参加費　無料
■申込み 豊田市社会福祉協議会 地域福祉課へ電話申込み
 電話 31‐1294　( 日・月曜日・祝日・12月 28日～ 1月 4日休み )
■内　容 第 1部 基調講演 ( 午後 1時 15分～ 2時 15分 )
 「新しい地域の担い手としての期待」　講師 愛知学泉大学コミュニティ政策学部 教授 山崎 丈夫 氏
 第 2部 パネルディスカッション ( 午後 2時 30分～ 4時 )
 「地域を舞台に活動している方の実践報告」
■主　催 トヨタ自動車労働組合 (TUV)/ 豊田市社会福祉協議会 /とよた市民活動センター /
 豊田ヤングオールド・サポートセンター

豊田市ボランティア連絡会議・ミニ学習会を開催します！

上郷交流館ボランティア講座 

いきいきセカンドライフセミナー『地域で輝け！「第２の人生」』

豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録している
ボランティアグループにお知らせです！

いきいきセカンドライフセミナー
『地域で輝け！「第２の人生」』

　昨年 12月 19 日 ( 日 ) に開催しました「ボランティアのつどい 2010」
は、みなさま方のご協力により盛況に終わりました。参加してくださっ
たみなさまには様々な交流企画を通して新たな “ つながり ” ができたの
ではないでしょうか。
　ご出展、ご出演いただきましたボランティアのみなさま、ご参加いた
だいたみなさまに、関係者一同厚くお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。
◎ 2月号に詳細報告を掲載しますので、ぜひご覧下さい !

を開催しました。
ご協力・参加されたみなさま
ありがとうございました !



精神障がい者の就労支援施設
障害者自立支援施設 アーム障害者自立支援施設 アーム

　「障害者自立支援施設アーム」は医療法人豊和

会が運営しています。現在の登録者数は約50名。

一日の受け入れ定員は 26 名。午前 9時から午

後 3時までが作業時間です。就労支援のほかに

ショートステイも実施しています。

　「パン工房ルミエール」のパンと炭製品の注文

も随時行っています。「障害者自立支援施設アー

ム」についてのお問い合わせ

は、住所 豊田市広美町郷西

73-1、電話（25-0125）まで。
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　一般企業への就労雇用に向けての訓練
や支援、働く場の提供を行っている施設
です。

　豊田市上郷地区の田園地帯に建てられている煉

瓦色の施設「社会復帰施設アーム」の中に「障害者

自立支援施設アーム」があります。「就労」部門であ

る「障害者自立支援施設アーム」以外には「地域生

活支援センターエポレ」と「生活訓練施設（援護寮）

ビブレ」、「cafeルミエール」が施設に併設されて

います。精神障がいを持つ人達の「働く」、「相談」、

「暮らす」支援事業が医療法人豊和会運営のもとに

行われています。

　就労部門アームには、一般企業に就労を望む利

用者と、働く場として施設に通う利用者がいます。

就労訓練は、パン作りやクリーニング作業、清掃

業、炭焼き、メール便配達です。利用者の希望を

重視しながら、適性に合った作業に就きます。一

般企業に就労希望者は、一定期間就労訓練を積ん

だ後、就職活動に取り組み、就労後も3ヶ月間、

支援員によるフォローアップが図られています。 

5つの部門に分かれている作業の中でも、他の障

がい者施設であまり行われていないのが炭焼きで

す。山での竹の切り出し作業から炭製品の加工ま

で、多くの施設利用者が作業に携われるというこ

とからアームでは炭焼きを就労訓練に取り入れて

います。支援員と利用者が力を合わせて焼いた竹

炭は、消臭グッズや竹酢液、バーベキュー用の炭

として販売され、手頃な価格が好評です。 

　また、8年前に始めた「パン工房ルミエール」の

パンは、市内のイベントや市役所、老人ホームな

どで販売され、少しずつ市民に知られる機会が増

えています。アームでは、今後さらに利用者の意

欲や作業報酬を上げるために炭やパンの販売網拡

大を目指していきたいと考えています。

　アームの意味はフランス語で「こころ」です。施

設の交流スペース開放や秋に開催する「アーム祭

り」を通して地域住民とのこころのつながりも大

切にしながら、アームでは利用者の自立に向けた

運営を行っていきます。（文責　谷澤）

出会いのコラム ここでは活動されている団体についてご紹介します

団体の紹介



　平成 22年度 ボランティアグループ活動に関する
助成金申請が始まります !
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ここでは活動されている団体についてご紹介します

かすみ草で活動中のレインボー本人の会 (知的障がい者本人の会 )では、知的障がい者本人が、話し
合いで「お出かけ」を決めて、互いに助け合う生活をしています。お出かけ (外出 )の話し合いに参
加してくださるボランティア、外出補助をしてくださるボランティア、を募集します。

ボ
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集
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■と　    き ◎話し合い　奇数月第一日曜日 午前 10 時 ~午後 3時 
 ◎お出かけ（外出）偶数月第一日曜日
■と  こ  ろ かすみ草 ( 井上町 4丁目 152-3)
■募集人数 18 歳以上の男女各 1名　■そ  の  他 交通費弁償あり
■問  合  せ 080-5162-7886（植松、松浦）

かすみ草 ( ボランティアグループ ) ボランティア募集 !

　平成 22年度 ボランティアグループ活動に関する
助成金申請が始まります !

■対象グループ 豊田市社協ボランティアセンター登録ボランティアグループで、豊田市社会福祉
協議会主催の豊田市ボランティア連絡会議への出席団体

  ※平成 22年 4月 24日～平成 23年 1月 27日までのボランティア連絡会議（ボ
　ランティアのつどいを含む）の出席回数 4回未満の団体は、出席回数に応じ
　て助成金を減額します。

■対象事業  ボランティア活動を更に充実発展させるために実施する事業で、平成 22 年 4月
1日～平成 23年 2月 28 日までの事業に対して助成します。

■助成内容  ボランティア自らが主催する講座、講演会、学習会等の研修活動に必要な費用の
ほか、活動に伴う材料費、事務消耗品及び通信運搬費等において、経費の 2分
の 1以内とし、1会計年度、1グループにつき 2万円を上限とします。

  飲食代等の食糧費、備品購入費、娯楽費、ボランティア活動保険等は、対象とな
りません。

■申請方法  「平成 22年度地域福祉活動に関する助成金申請書」、「平成 22年度ボランティア
グループ活動助成金対象経費積算書」、「証明書類添付書」に必要事項を記入し、
平成 23年 2月 28日（郵送可  当日消印有効）までに豊田市社会福祉協議会 地
域福祉課までご提出ください。

■問合せ  豊田市社会福祉協議会 地域福祉課 電話 31-1294
  （日・月曜日・祝日・12月 28日～ 1月 4日休み）

豊田市ボランティア連絡会議・ミニ学習会を開催します！

上郷交流館ボランティア講座 

いきいきセカンドライフセミナー『地域で輝け！「第２の人生」』

豊田市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録している
ボランティアグループにお知らせです！

いきいきセカンドライフセミナー
『地域で輝け！「第２の人生」』

※助成金の財源は、赤い羽根共同募金配分金と豊田市社会福祉協
　議会費が使われています。



　■4月1日（木） 各社で社内入社式が開催されました
豊田市錦町 1丁目 1番地 1（豊田市福祉センター内）※日・月曜日・祝日休み
電話（0565）31-1294　FAX（0565）32-6011
ホームページ http://toyota-shakyo.jp/volunteer/
メール vc@toyota-shakyo.jp

ボランティアルーム（福祉センター 2階）
からのお知らせ

イベント
◎れんきょう交流サロン 1 月 12 日（水）午前 10時～午後 2時
 ★内容　オカリナ演奏 ( ふくろうの会 )
 2 月 9日（水）午前 10時～午後 2時
 ★内容　フルート等演奏（花の会）&伝承遊び（学プロ）・・・など

◎ボランティア何でも相談 1 月 12 日（水）・2月 9日（水）午前 10時～正午

ボランティア
◎収集物整理作業 1 月 18日（火）・2月 17日（木）午前 10時～正午
◎ぼらんてぃあだより発送作業 1 月 25 日（火）・2月 23日（水）午前 10時～正午

ボランティア
からの

イベント

1月・2月の予定

★どなたでも予約なしで参加できます。お気軽にボランティアルームにお越しください!

ぼらんてぃあだよりに関するお問い合わせ

●●●リレートーク 32●●●

　私の娘は中学三年の時、脳腫瘍の後遺症で知
的障がい者になりました。中途で障がいを持っ
たため、右も左も分からない中で豊田市社会福
祉協議会の皆様の協力でボランティアグループ
「かすみ草」を立ち上げました。
　人と人とのつながりが不得意な障がい者の世

界を広げるには地域の人々との交流、そして、
理解して応援していただくには地域に根ざした
居場所が大切だと思います。そこで、障がいを
持つ人も健常な人も、高齢者の方など老若男女
誰もが共に集まり、楽しく心温まるふれあいの
場所「ほっと喫茶かすみ草」を井上町に作りまし
た。コーヒーなどを飲みながら、楽しいひと時
を過ごしていただきたいと思います。どうぞ、
気軽に立ち寄ってください。
　今後、このような居場所が広がっていくこと
を願っています。
問合せ080-5162-7886（松浦）まで。

「かすみ草」 松浦 英子さん

　■4月1日（木） 各社で社内入社式が開催されました「ぼらんてぃあだより」の発行には共同募金配分金が使われています
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★次回は「特定非営利活動法人　日本防犯診断士
　協会」堀部　英二さん です。

★現福祉センターでの最後
　の交流サロンです。

年末年始のお休みは
12/28（火）～1/4（火）です


